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　駅南図書館・岡部図書館の休館日  岡出山図書館の休館日

　

３月 ４月

駅南図書館 前島1丁目7-10 電話 054-636-4800 ＦＡＸ 054-636-4808

岡出山図書館 藤枝5丁目19-1 電話 054-643-3489 ＦＡＸ 054-644-8448

岡部図書館 岡部町岡部6-1 電話 054-637-9400 ＦＡＸ 054-667-3451

2023年3月

通巻386号

市長賞

小学生低学年の部 中村 悠暉 さん （高洲南小学校１年）

小学生高学年の部 桑原 幸音 さん （藤枝中央小学校６年）

中学生の部 渡水 ルイ さん （西益津中学校１年）

高校生の部 川口 優花 さん （藤枝西高校１年）

教育長賞

小学生低学年の部 横田 優杏 さん （青島東小学校３年）

小学生高学年の部 田崎 茜 さん （青島小学校６年）

中学生の部 古谷 希 さん （瀬戸谷中学校１年）

高校生の部 増田 倫奈 さん （藤枝西高校１年）

図書館協議会長賞

小学生低学年の部 竹内 結那 さん （青島小学校３年）

小学生高学年の部 勝山 優稟 さん （藤枝中央小学校６年）

中学生の部 工藤 莉美 さん （高洲中学校１年）

高校生の部 野村 悠莉 さん （藤枝西高校１年）

入賞・入選された作品は ３月１日（水）から３月３１日（金） まで

駅南図書館で展示をしています。ご来館の際にぜひ、ご覧ください。

第１５回よむゾ―くん大賞受賞者決定！



※豪雨などの場合は運休させていただきます

円月荘 葉梨西北小学校

朝比奈第一小学校 高洲小学校

藤枝小学校 稲葉小学校

清里カリヨン公園 大洲小学校

藤枝中央小学校 瀬戸谷小学校

平島第2公園 広幡小学校

西益津小学校 藤岡小学校

青島小学校 高洲南小学校

青島東小学校 青島北小学校

葉梨小学校 岡部小学校

訪問先

　１日（水）
午前１０時～１１時 １４日（火） 午後２時～４時

午後２時～４時 １５日（水） 午後２時～４時

日付 時間 訪問先 日付 時間

　３日（金） 午後２時～４時 １７日（金） 午後２時～４時

　６日（月）
午前１０時～１１時 ２０日（月） 午後２時～４時

午後２時～４時 ２２日（水） 午後２時～４時

　７日（火）
午前１０時～１１時 ２４日（金） 午後２時～４時

午後２時～４時 ２７日（月） 午後２時～４時

　８日（水） 午後２時～４時 ２８日（火） 午後２時～４時

１０日（金） 午後２時～４時 ２９日（水） 午後２時～４時

１３日（月） 午後２時～４時 ３１日（金） 午後２時～４時

【駅南図書館】　おはなしのへや 【岡出山図書館】　２階児童コーナー

午前１０時３０分から 　５日（日）、１１日（土） 午前１０時３０分から ２２日（水）【赤ちゃんタイム】

午後２時から

　４日（土）、１１日（土）
１２日（日）、１８日（土）
１９日（日）、２５日（土）
２６日（日）

午前１１時から 　１３日（月）、２５日（土）

午後２時から 　４日（土）、１１（土）

【岡部図書館】　おはなしのへや 　１１日（土）岡出山図書館　２階児童コーナー
チューリップおはなし会　午後２時から

午前１０時３０分から
　４日（土）、１１日（土）
１８日（土）、２５日（土）

　・はるのやまはザワザワ
　・ふうとはなとたんぽぽ
　・おなべおなべにえたかな？
　・おおきくなるっていうことは

【岡部支所】　３階　３０１会議室

木曜朗読会～大人のための「おはなし会」～
午前１０時３０分から　９日（木）

移動図書館「ふじのはな」

巡回日程表(３月）

～よむゾーくん大賞で紹介された本～
上位１２作品で紹介された本のタイトルはこちらです♪

市長賞 『ウミガメものがたり』、『君の嘘と、やさしい死神』、

『収容所（ラーゲリ）から来た遺書』、

『世界でいちばん貧しい大統領からきみへ』

教育長賞 『ルールとマナー』、『ラベンダーとソプラノ』、

『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』、『雨の降る日は学校に行かない』

図書館協議会長賞

『りんごかもしれない』、『お笑い芸人と学ぶ１３歳からのＳＤＧｓ』、

『笑う数学』、『一瞬で自分を変える言葉』

詳しい本の情報や紹介文等は、図書館ＨＰに掲載しています。

おはなし会は変更となる場合があります。

館内掲示や図書館ホームページ・ツイッターをご確認ください。
３月のおはなし会



『まっすぐ人間関係術』
山崎　聡一郎／著 リンダ・アシュマン／文

藤川　大祐／監修 チャック・グルニンク／絵

茅　なや／イラスト＆まんが ふしみ　みさを／訳

西岡　真由美／著 摩訶不思議なサイエンススイーツ』

岩田　忠久／監修 いわた　まいこ／作  太田　さちか／著

齋藤　勝裕／監修

　　

～はじめてママ・苦手ママにもやさしい！～ 島田　拓／ぶん 大塚　菜生／文

阪下　千恵／著 大島　加奈子／え イシヤマ　アズサ／絵

『アリのメアリ』 『 親子で作れる！『身近なプラスチックがわかる』

『ウィルとはるのおきゃくさん』

　よりよい人間関係を築くには？　自
分と他人を大切にして、しなやかな大
人になるために知っておきたいことを
１０のケースマンガで紹介します。
ジャケットのそでにマインドマップが
ダウンロードできるＱＲコードが付い
ています。

　冬が終わり、ウィルと動物たちに
目覚めの時が来ます。そして特別な
お客様をお迎えすることに。家のそ
うじから、おいしいケーキ作りま
で、準備に大忙しです。でも、アラ
イグマは居心地のいいベッドを離れ
るのはなかなか大変で…。

　「野菜をゆでる」「卵焼きを作る」
「お肉を焼く」が上手になる！　園児
のおべんとうの基本を、写真付きで
ていねいに紹介します。子どもが残さ
ず食べてくれるコツや、おべんとう作
りのお悩みＱ＆Ａも掲載されていま
す。

　春、公園で巣を作り始めたクロオオア
リの女王アリ。女王アリが生んだ卵から
はたらきアリがたくさん生まれ…。家族
で協力して暮らすアリの巣の中や引っ越
しの様子を描いた絵本です。

　ここは小学校の給食室。小学校の栄養
士、調理員たちの８人で力を合わせて、４
５０人分の給食を作ります。給食を安全に
作るために学校に着いたら、まず体の調子
をチェックして、白衣をきて、ていねいに
手をあらい…。給食室の一日をマンガで紹
介します。

　プラスチックという身近な素材の特
徴や、そのライフサイクル（一生）を
探るとともに、プラスチックがごみ問
題を引き起こすようになった背景を説
明します。その解決に向けて、私たち
ができる「選択」と「行動」のヒント
を紹介します。

　アリのメアリは、森で寝てしまいねえ
さんたちとはぐれてしまいました。おお
あわてで、ねえさんたちのにおいを追い
かけますが…。道ばたや公園など、身近
な場所で見られる小さな生きものたちの
美しさを、繊細な切り絵でえがいた、楽
しく、愛らしい絵本です。

　ゼリーの色の層ができるのはなぜ？どう
していちごがくっつくの？チョコレートの
中にどうやってお菓子を入れるの？口に入
れるとしゅわしゅわするのはなぜ？お菓子
を楽しくおいしく作りながら、レシピの裏
側にあるサイエンス、そして自然界の不思
議をのぞいてみましょう。

『給食室のいちにち』『アリのかぞく』『かんたん園児のおべんとう』

駅南図書館
児童コーナー

春の本
ﾔﾝｸﾞｱﾀﾞﾙﾄｺｰﾅｰ

スタート

岡出山図書館

岡部図書館

血圧を下げる！１か月献立

島田 和幸／監修

沼津 りえ／料理

高血圧になる３大要素は、肥満、塩分、年

齢！ 楽しくおいしく続けられる、塩分控えめ

＆低カロリー料理のレシピを、２８日分（８０

献立）紹介します。

郷土・一般コーナー

春 まちゼミ

一般 コーナー 児童 コーナー

藤枝ローカルＳＤＧｓ

廃棄物を削減する 大きい・小さい

一般 コーナー 児童コーナー

新生活応援！ 春の本 卒業・入学おめでとう

お菓子がいっぱい



〔児童書〕

★ （絵本）恐竜バス いとう　みちろう 永岡書店

★ （絵本）どうぶつどっちからよんでも　たぶんぶた 本村　亜美 絵本館

★ どすこい！ 森埜　こみち 国土社

★ わたし、いえた！ 深山　さくら 岩崎書店

〔ビジネス書〕

☆ メモ・ノートの極意 弓削　徹 ぱる出版

☆ 感動が人を変える 坂本　光司 ラグーナ出版

☆ 最新健康ビジネスの動向とカラクリがよ～くわかる本 川上　清市 秀和システム

☆ ゲーム業界のしくみと仕事が 岡安　学 技術評論社
これ１冊でしっかりわかる教科書

☆ 伝わる短文のつくり方 ＯＣＨＡＢＩ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ビー・エヌ・エヌ

〔一般書〕

☆ いいね！ボタンを押す前に 李　美淑 亜紀書房

☆ 全部わかる世界の神々と神話 神話雑学研究会 成美堂出版

☆ トンチキ鎌倉武士 長谷川　ヨシテル 柏書房

☆ もしもに役立つ、いつものモノ選び 松永　りえ エムディエヌコーポレーション

☆ 大失敗から生まれたすごい科学 齋藤　勝裕 シーアンドアール研究所

☆ 東京レトロ建築さんぽ 倉方　俊輔 エクスナレッジ

☆ 世界のすごい駅 地球の歩き方編集室 地球の歩き方

☆ 旅するにゃんこに恋をする ぢゅの ＫＡＤＯＫＡＷＡ

☆ 日本人だからすぐ身につく韓国語の超入門 ヘンウナ すばる舎

☆ 遅刻する食パン少女 田丸　雅智 光文社

☆ あかあかや明恵　 梓澤　要 新潮社

☆ 藍色ちくちく 高森　美由紀 中央公論新社

図書館のホームページ

https://ｌｉｂ．cｉｔｙ．fｕｊｉｅｄａ．sｈｉｚｕｏｋａ．jｐ/

も、ご覧ください。

蔵書の検索や

予約・延長が

できます


